行動規範
ZEISSグループ

はじめに

ZEISSは、特別な能力と高い要求を自負して
いる企業であり、
それは技術的な観点だけで
なく、競争、ならびに社員、顧客、
ビジネスパ
ートナーとの関係において、誠実で公平な行
動を取るという、
「ルール」
の遵守を考慮する
ことでもあります。
そのため、ZEISSはすでに2007年に全世界で
有効な行動規範を採択しました。
その規範の
中で、事業活動の異なる領域における基本原
則が定められ解説されています。
この行動規範が有用であることは実証され
ています。行動規範を遵守することの恩恵
は、企業に与えられる信頼と、ZEISSブランド
が世界市場において受ける高い評判です。長
期的に見た経済的成功は、法、権利、企業内
の一連の規則の遵守と分かち難く結びつい
おり、
それ故にすべての個々の社員に頼る事
を、ZEISSは確信しています。
製 品 の 安 全 性 、環 境 保 護 、個 人 情 報 の 保
護などの観点により強い焦点を合わせ直
した2014年の改定後、国際労働基準（ILO
Standards）を尊重するため、2016年の行動規

範の中で新たに変更されました。さらに、よ
り分かりやすくするための編集上の変更を
実施いたしました。
この行動規範は、
Code of Conducts of Electronic
Industry Citizenship Coalition
（EICC）
の要求に全
面的に適合しています。
本行動規範は、ZEISSの事業行為に適用され
るすべての法規制に言及することを意図し
ません。そうではなく、ZEISSの長期的に見た
成功に、はるかに有益な、もしくは重大な経
済的不利益および評判の損失を招くおそれ
がある違反行為の発生に備えた、問題点を•
明確に挙げます。それに応じて、このCode
of Conductの中で明確に引用されていない法
や規則も常に遵守することを、
すべての管理
職と社員は求められます。
この行動規範を日々の活動の手引きとし
て取り入れれば、大抵のことはすでに毎日
の中で当たり前のように実行されているこ
とに気づくでしょう。しかしながら、個々の
領域にはまだ改善の余地があるかもしれ
ません。

オーバーコッヘン、
2018年10月

Dr. Michael Kaschke
（ミヒャエル・カシュケ）
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（マティアス・メッツ）

Dr. Ludwin Monz
（ルドヴィン・モンツ）

Dr. Christian Müller

Dr. Jochen Peter•

（クリスチャン・ミュラー） （ヨッヘン・ペーター）
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基本原則

社 員 の 適 正 、積 極 的 関 与 、責 任 あ る 行•
動は、ZEISSが成功するための本質的な条件
です。
人間や自然に対する責任、および公平性と•
寛容は、ZEISSの企業文化に多大な影響を与
え、
それを形成しています。

以下の点は最も重要な基本原則です：
•• 法に準拠した倫理的に問題のない行動
•• 社会貢献
•• 法的および文化的環境への配慮
•• 社員およびビジネスパートナーとの、
公平で礼儀正しく敬意を払った関係
•• いかなる形でも差別をしない
•• すべての取引関係におけるプロ意識、
公平性、信頼性
• ZEISSに対する忠誠

法に準拠した行動
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社員およびビジネスパートナーとの公平な関係

ビジネスパートナー（顧客、セールスパート•
ナー、サプライヤー）および社員は、ZEISSの
活動の中心にあります。
ビジネスパートナー•
および社員との関係は、双方の信頼性と持
続 性によって築 かれていなくてはいけま•
せん。
ZEISSは、
取引における誠実さ、
関係にお
ける礼節、敬意と公平性を期待します。
公平な行動とは、公平な労働条件という意味
も含みます。
それには、仕事の自由な選択、
つ
まり強制・奴隷労働と人身売買の禁止、児童
労働の禁止、法的または契約によって規定も
しくは取り決められた報酬の遵守、結社の自
由と職場における人道的待遇に対する権利、
も含まれます。
人種、肌の色、国籍、出身、性別、性的アイデ
ンティティー、信仰および世界観、政治的見
解、年齢、身体的素質または外見によって、他•
人を苦しめる、
もしくは不当な扱いをするこ
とは許されません。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 各々が各自の場所と各自の仕事を持
つ、
快適な職場環境に配慮する。
•• 友好的に、礼儀正しく、敬意を払ってお
互いにつきあう。
•• 文化的相違に敬意を払う。
•• 民族的または社会的背景、肌の色、性
別、年齢、配偶関係、障害、宗教、国籍、
性的アイデンティティー、
もしくはその
他の特徴によって、他人を不利に扱わ
ない、
または差別しない。
•• 決定は透明で理解できるように行い相
互理解を図る。
• ZEISSだけではなく、
ビジネスパートナー
の職場においても公平な労働環境を
支持する。

この基本原則は、経営者が社員の模範とな
り、社員同士によって遵守される場合にの
み、実現されることができます。

公平な行動
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公平な競争

自由市場経済に不可欠な要素は、自由な競
争を保護するための規定です。
ほぼすべての
国々が、そのための法令を公布しています。
ここでは、特に以下の点を問題にしていま
す：
•• 競争者間での価格、地域の割り当て、生産
量、
またはその他の競争における重要なパ
ラメーターについての、協定および情報交
換の禁止、
•• セールスパートナーの不当な価格維持、
な
らびに
•• 市場支配的地位を乱用することの禁止。
そのような禁止協定には、非公式の協議、非
公式の紳士協定、または競争を制限する措
置が取り決められる、
もしくは実行される限
りにおいて、単なる協調行為も含まれます。
協調行為に見えるだけでも避けなければい
けません。
法規定違反は、罰金刑、
または評判の損失な
どの企業への重大な損失を招き、該当する社
員には個人的な罰金刑が科せられます。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 競争者とは、競争における決定要因•
について協定しない（例えば、価格、価
格変更、条件、生産量、販売地域、顧客
分割、
など）。
•• 競争者とは、競争における決定要因•
についての情報を交換しない。
•• セールスパートナーの価格設定やその
他の販売条件に影響を与えない（不利
益の脅迫や優遇措置の約束によって）。
•• 入札手続に干渉しない、つまり競争者
と入札に関する取り決めをしない、ま
た非公式の情報を与えることを発注者
に指示もしない。
•• 市場支配的地位を乱用しない（例えば
供給拒絶によって）。
•• 虚偽、または誤解を招くような広告を
行わない；
規定についてのさらなる詳細は、
コンプライアンスのコー
ポレート指令を参照してください。

協定しない
6

4

汚職の撲滅

贈答は許可されるのか？
当社では、何らかの不正な方法により調達
決定に影響があったからではなく、当社製品
とサービスの価格や性能、品質が優れてい
ることを理由に、競合に勝ちたいと考えてい
ます。
腐敗行為は禁止されています。腐敗行為は、
ある人物が発注手続きの着手、決定または処
理において好意的な扱いを受けるために個
人的な恩恵を要求、受諾、申し出、または供
与した場合に存在するとみなされます。
その
ような利益を供与する (または約束する) 人
物と、
それを要求する (あるいは受け入れる)
人物の双方が犯罪責任を負います。
個人的な恩恵とは、現金の支払い
(寄付な
ど)、現金以外の恩恵 (商品券、招待、禁止さ
れている価格割引など) または物的贈答品
などの、種類を問わない恩恵のことです。
腐敗行為と、招待や贈答品の供与または受
領は区別する必要があります。
これは、
それが
「社会的に一般的な恩恵」である場合や、そ
れが契約の発注などに関連して優先的な扱
いを提供する意図をもって行われたもので
ない場合は、許可される可能性があります。
ただし、そのような場合でも、不適切な影響
が行使されたという印象がすぐに生じる可
能性があるため、招待や贈答には概して注意
が必要です。特に国内外の当局者 (政府機
関の公式代表者など) や医療業界で働く人
(医師や薬剤師) が相手の場合は注意してく
ださい。一部の国では、これらの人々に対す
る招待や贈答は常に禁止されています。

私たちはいかにふるまうべきでしょうか
以下のようにふるまうべきです：
•• ビジネス決定を 個人的な利害に 基づ
いて行わない。
•• ビジネスパートナーの意思決定者に個
人的な恩恵を供与したり提供すること
で、ツァイスに有利なビジネス決定を
招くよう影響を行使しようとしない。
•• 賄賂の試みを拒否し、上司やコンプラ
イアンス責任担当者に即座に通報す
る。
•• 招 待 や 贈 答 に は 非 常 に 慎 重 に な
る。€ 50
(または各国通貨での換算
額) を目安とする。
•• •.礼儀上拒否できない不適切な贈答品
は受領し、
チームで共有する (社内で
くじ引きを行うなど)。
•• 官職保有者や医療分野で働く人を招
待したり、贈答品を供与しない。 これ
はビジネスランチ／ディナーへの適切
な招待や、製品プレゼンテーションや
トレーニングイベントに関連した低価
格のおもてなしには適用されません。
•• 気になることがある場合は、問題を上
司またはコンプライアンス責任担当者
に相談する。
規定についてのさらなる詳細は、
コンプライアンスのコー
ポレート指令を参照してください。
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企業財産の扱い

すべての社員には、企業の設備、特に機械や
工具、
ならびに情報・コミュニケーションシス
テムを、注意深く、用途に合わせて取扱うこ
とが義務付けられています。従業員または会
社に利用される仕事場とすべての設備は、常
に整頓され、破損は上司に報告されなければ
いけません。
社内の担当部門の明確な許可なしには、企
業財産を個人の目的のために使用すること、
または企業の敷地内から持ち出すことは許
可されません。
違反した場合、必要に応じてそれぞれの社員
に対し、刑法上および労働法上の責任が問
われる可能性があります。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• すべての企業の所有物および情報・コ
ミュニケーションシステムを、紛失、破
損、
または悪用から守ります。
•• 破損または紛失をすぐに連絡する。
•• 会社によって提供されている消耗品等
は節約し丁寧に扱う。
•• 出張の記帳と決算においては、それぞ
れに適用される出張規定に準拠する。
•• 企業財産は、上司の許可がある場合に
のみ、個人の目的のために使用、
または
企業から持ち出されることができる。
•• 企業財産は、いかなる場合も不法も
しくはその他の不当な目的のために•
使用しない（例えば不法ウェブサイト
の訪問）。
•• 第三者が（例えば盗難、詐欺、ハッカー
攻撃などによって）会社財産に損害を
与えようとしていないかに注意する；
個々の項目に関するさらなる詳細は、企業のセキュリティ
のコーポレート指令を参照してください。

注意深さ
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情報セキュリティと企業秘密の保護

発明とノウハウは、企業の長期的な成功のた
めに重要な意味を持っています。そのため、
知的財産を第三者による閲覧、または第三
者による不当なアクセスから保護します。知
的財産には、例えば発明や製品のプロトタイ
プ、さらに顧客、サプライヤー、
ソフトウェア
に関するデータ等の企業秘密も含まれます。
情報セキュリティは、不正な第三者からのア
クセス、データ窃盗、
ノウハウの流出、
もしく
はマルウエアに対する知的財産の保護を、
パ
スワード、
アンチウイルスソフトウェア、
アク
セス・コンセプトなどの情報安全対策によっ
てサポートします。
その他に、社員が許可なしにZEISSの一員と
しての公の討論（例えば講演会、インターネ
ットフォーラム、など）
に参加、
または企業に
重要な情報を公の場に
（例えばインターネッ
ト）書き込むことは許可されていません。
企 業 秘 密の損 失は、企 業の将 来 的な成 功•
に（したがって社員にも）好ましくない影響
を与える可能性があります。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 企業に関わる機密情報を秘密にし、権
限のない者には（これには家族や友人
も含まれる）
その情報を与えない。
•• 記録やファイルを不正なアクセスから
保護する
（暗号化）。
•• 情報・企業セキュリティが定める安全
基準を 第三者との個人的なやり取り、
•
ならびに電子コミュニケーションにお
いて遵守し、従って第三者から機密と
してアクセス権限を与えられた情報に
おいても、同じ安全基準を適用する。
•• ソーシャルメディアの使用の際に機密
情報の受け渡しを行わない。
•• 会社情報を個人の電子機器に保存し
ない。
•• 個人の電子機器を会社のネットワーク
に接続しない。
遵守される安全基準に関するさらなる詳細は、
ブランドマ
ネージメント＆コミュニケーションならびに企業セキュリ•
ティのコーポレート指令を参照してください。

IT安全基準
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インサイダー取引の禁止

インサイダー取引規制は投資家の保護に貢
献します。
その規制は以下のことを禁止しま
す：
•• 有価証券の売買において、直接的または間
接的な個人的利益を得るためにインサイ
ダー情報を乱用すること、
ならびに
•• それらの情報の不当な譲渡。
インサイダー情報とは、市場においてまだ知
られていないが、
それが知れ渡ることで該当
する有価証券の価格に重大な影響を与える
情報のことをいいます（例えば、企業買収の
計画、2つの企業による戦略的協定、決算、新
製品、製品の問題、
もしくは重要な契約）。
不法なインサイダー取引によって、社員なら
びに企業は、刑法上および民法上の重大な
責任を問われる可能性があります。

インサイダー情報
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どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 取 引 活 動 の 範 囲 に おいて 手 に 入 れ•
る、上場企業に関する
（例えばCarl Zeiss
Meditec AGなどの）
情報と、
株価に影響を•
与える情報を、それが公になっていな
い限り、その企業の株の売買に利用し
ない。
•• そのような種類の情報を第三者に供
与、および第三者に対して株の売買に
関するアドバイスを行わない（第三者
とは、家族、パートナー、友人、もしく
はその情報を利用できないその他の
ZEISS社員のことをいいます）。

8	
利害衝突の回避と私的活動

日々の業務の中で、私的で個人的な利害ま
たは関係が、ZEISSと相反する状況が起こる
可能性があります。衝突は、自身（場合によっ
ては家族）
の事業活動（または副業）
から発生
する可能性があります。
利害衝突を回避するために、社外（事業的）
活動、委任、もしくはそれと同様の事柄に関
し担当の人事部門に報告し許可を求めます。
ZEISSは、社員の政治および社会参加を支援
します。
ただし、議員または名誉職を除く、団
体、政党もしくはその他の社会・政治・社会福
祉機関での活動は、労働契約上の義務の履
行と一致しなければいけません。
公にされていない利害衝突、
および許可され
ていない副業は、企業に対する損害を意味す
る可能性があり、
それぞれの社員に対して労
働法上の責任が問われます。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 可能性のある、または実際の利害衝突
を上司に対して公にする。
•• 利害衝突の問題となっている決定事•
項を、同僚または上司に委ねる。
•• 利害衝突のために自身で行うことが許
可されない活動を、身近な人間（例え
ば家族、
パートナー）
に指示することで
行わない。
•• 副業を始める場合、上司に報告し、人
事部門に許可を求める
（他の企業内で
の委任の受諾、他の企業での活動、自
身の事業活動）。
•• 名誉職（例えば、裁判員、町議会議員、
トレーナーなど）
を引き受ける場合は、
労働法における義務との衝突を避ける
ために、上司に報告する。

透明性
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輸出管理規則と関税規則の遵守

ZEISSは、世界規模の企業活動において、自由
な商品の流通を制限する規則に注意を払わ
なければいけない、
グローバルに活動する企
業です。
異なる国内・国際法、
またはエンバーゴは、輸
出入、
および国内における商品、技術、
サービ
スの取引、ならびに資本・支払流通を制限し
ます。制限と禁令は、商品の性質、原産・使用
国、
またはビジネスパートナーの人物に起因
する可能性があります。
同様に、ZEISSは密輸の撲滅を公言します。各
ZEISS企業ならびに担当社員は、輸出入業に
おいてそれぞれの関税法上の規定を遵守し
ます。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 売買、流通、仲介、物資の流通、サービ
ス、ならびに技術の移転において、制
限および禁令に抵触していないかどう
か、担当の専門家に検査させる。
•• 場合によっては、それぞれの取引の実
行に必要な官庁の許可を求める。
•• 輸出入業において、それぞれの関税法
上の規定を検査し遵守する。
規定に関するさらなる詳細は、輸出管理のコーポレート指
令を参照してください。

前述した規定に対する違反は、
それぞれの事
業単位の結果を除いて、企業全体の評判を
重大に損失し、計算不可能な結果を招く可
能性があります。

自由な商品の流通の制限
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10 労働安全衛生

すべての従業員の、職場での安全と健康の保
護は、ZEISSにとって根本的な、財団法人法に
基づく原則です。
そのため、すべてのZEISSユニットは、事故の
防止や労働条件による健康リスク、
ならびに
人道的な労働形態に関する、事業経営に必
要な措置を講じます。
出張中および出張前の社員のプロフェッシ
ョナルなサポートも、労働と健康の保護とみ
なします。
すべての管理職は、彼らの部下の保護に対し
て責任があり、適切な指導を与え、教育し、監
視しなければいけません。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 安全規則を遵守する（例えば、危険物
質の扱いにおいて）。
•• 危険認識を向上させ、すべての安全上
重要な行動を考える。
•• 安全上問題のある状況が起こらないよ
うに、慎重に行動する。
•• 危険な状況を取り除く。
•• 発生した事故、潜在的危険や暴露だけ
でなくニアミスも、すぐに担当の管理
者に連絡する。
•• 出張時にはあらかじめ路程の安全性を
明らかにする。
•• 企業から提供されている予防措置を利
用する；
規定に関するさらなる詳細は、労働安全衛生のコーポレー
ト指令を参照してください。

職場での安全
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11 製品の安全性

性能と並んで、製品の安全と信頼性もZEISS
の成功を裏付けています。製品の安全性は、
開発から、調達・生産プロセスを経て、顧客お
よびサービスにおける製品の設置に至るま
で、本質的な意味を持っています。
開発、製造、製品の許可と販売のための法規
制の多数は、製品安全性の保証に貢献しま
す。ZEISS製品は使用者の安全と健康を危険
にさらしてはならず、定められた品質特性に
適合しなくてはいけません。
欠陥製品は、企業にとってだけではなく
（例
えばリコールや評判）、とりわけ使用者自身
に対して重大な被害を引き起こす可能性が
あります。

品質
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どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 品質規格を遵守する。
•• 製品の流通に必要な許可をすべて取
得する。
•• 製品に起因する危険が明るみになった
場合、顧客に報告し是正措置を取る；

12 環境保護と効率的なエネルギー利用

ZEISSは、揺るがない企業使命として環境保•
護を表明し、製品の省資源でエネルギー効率
の高い製造を、守らなくてはいけない生産要
素として定めています。それには、環境保護
と効率的なエネルギー利用に関する以下の
自己規律が当てはまります；
•• 環 境 に 配 慮し た 行 動 、ならび にエ ネ ル•
ギーを含むすべての資源の慎重で経済的
な利用、規則に則ったリサイクルおよび廃
棄は、企業価値観の中心要素です。それに
よって、人間、環境、自然への負担を回避ま
たは軽減し、
エネルギー効率を継続的に改
善します。
•• ZEISSは、開発やデザインにおいて、製造工
程において、製品の包装および発送にお
いて、および方法の改善および新しい設•
備や製品の導入において、健全な環境の•
要求を考慮します。
•• 資源の扱いにおける最大限の効率 – 持続
する経済性を保ちながら – はZEISSの基本
原則です。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 資 源（ 例えば 水 、紙 、電 気 ）を慎 重に•
利用し、規定に則って廃棄しリサイク
ルする。
•• 環境保護に関する措置とエネルギー効
率は、価値創造の成立と製品製造の過
程全体の中で考慮する。
•• 廃棄物の処理は環境に配慮して行う。
•• 環境被害を環境リスクの報告によって
回避する。
•• 発生した環境被害は、ただちに官庁へ
の法令で規定された報告を手配する
社内専門家に報告する。
それに関するさらなる詳細は、環境保護のコーポレート指
令を参照してください。

環境規制に対する違反は、人間や自然に損
害を与えるだけではなく、企業の成功にも持
続的な損失を与える可能性があります
（例え
ば、評判の損失や罰金）。

エネルギー効率
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13 個人情報の保護

電子データ処理がより簡単で広範になるほ
ど、顧客の個人ならびに個人に関連したファ
イル（例えば、名前、住所、誕生日、納税番号、
健康状況に関する情報）の保護は、ますます
重要な意義を持つようになります。
そのよう
な個人に関連する情報は、
それぞれに適用さ
れる法律の範囲内でのみ提供、
また処理され
ることが許可されます。
データ保護法上の規定の違反は、高い罰金に
よって厳しく罰せられます。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 個人に関するデータにどの程度まで関
与しているか、すぐに確認できるよう
にする。
•• 所轄のデータ保護担当者に個人に関
するデータの取扱いを報告する。
•• 個人に関するデータを不正なアクセス
から守る（例えば、第三者との電子コ•
ミュニケーションにおける必要な安全
基準の遵守）。
•• 依頼の履行に必要で法的に許可され
る場合にのみ、個人に関する情報を収
集、保存、使用する。
•• 個 人に関するデータを含む書 類は、•
安全な方法で管理した上で破棄する。
•• 疑問がある場合は、データ保護責任者
または上司に連絡する。
それに関するさらなる詳細は、
データ保護のコーポレート
指令を参照してください。

データ保護
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14 財務の整合性と資金洗浄の撲滅

すべてのビジネス上の取引は、帳簿、決算、
納税申告に、規則に則って記録されなけれ
ばいけません。そのためには、すべての重要
な事実を正確に、抜けがなく表記し、再生可
能な状態で記録し保管されなければいけま•
せん。
あらゆる違反行為は、決算書の改ざん、
文書偽造、不正行為疑惑、脱税行為、もしく
は資金洗浄疑惑についての監査が入るリス•
クをもたらします。
資金洗浄とは、不法に獲得した資金（例え
ば、テロ、麻薬売買、収賄、およびその他の犯
罪行為）の出所を、合法な経済循環の中に組
み入れることで偽装し、
それによって合法的
な外観を生み出すことを言います。資金洗
浄、
もしくはその他の不法な目的のために悪
用されない、
もしくはそれに加担しないこと
は、ZEISSの断固たる目標です。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 会計規則に準拠する。
•• 通常のプロセスの範囲外でビジネスを
行わない。
•• 取引に関連するすべての書類を整理し
て保管する。
•• 法で定められた保管義務を遵守する。
•• 官庁の監査または民法上の法的紛争
と関連している書類を任意に変更また
は処分しない。
•• 資金洗浄に関する証拠がある場合は
取引契約を締結せず、疑問がある場合
はその要件についてそれぞれの上司ま
たは担当のコンプライアンスオフィサ
ーと話し合う。

取引
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15	
疑問がある場合の行動と疑義報告の担当窓口

すべての社員に対して、自身の行動に関して
法的な疑問がある場合、
もしくは職場環境に
て法的に疑問のある事態に関する指摘があ
る場合に、上司、担当の専門部局、社員の利
益代表、およびコンプライアンス組織に、指
示を仰ぐことが期待されます。
すべてのコンプライアンスオフィサーのリ•
スト、および更なる情報は、コンプライアン
スのイントラネットで確認できます。

どのように行動すれば正しいのか？
以下の方法によって…
•• 勇気をもって、疑問のある場合には問
い合わせる、または推測される逸脱行
為を指摘する。
•• 懸念を現地の職場に、または懸念が•
現地で問題にしていない場合、
ビジネ
スグループ又はドイツ本社コンプライ
アンス組織に連絡する。

すべての事柄は真に受け取られ、申し立てさ
れた逸脱行為が確認されなかった場合も、
そ
れぞれの報告者は懲戒処分、または処罰を
心配する必要はありません。
しかし、他人を
中傷する目的で、故意に誤った、もしくは悪
意に基づく告発を行うことは、容認されませ
ん。
通報は匿名で行うことができます。
通報者が内密性を望む限り、
それは保証され
ます。

問い合わせ、
または報告
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16 管理者の特別な責任

役員および管理職には、
行動規範の遵守にお
いて特別な責任を負っています。

彼らは
•• 模範でなければいけません。
•• 社員が行動規範の要求を理解し、それ
に準拠することを確かにしなければい
けません。
•• 必要な指導と教育を社員に対して行わ
なければいけません。
•• 日々の業務における社員の安全と健•
康を確保しなければいけません。
•• 行動規範の遵守を徹底し、場合によっ
ては是正措置および懲戒処分を講じな
ければいけません。
•• 社員のための相談窓口であり、例えば
逸脱行為の指摘を調査することなどに
よって、社員をサポートしなくてはい
けません。

模範の効果
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